
2022年 (令和4年) 11月

日 曜 時間 例会 会場名 会場住所 会場℡

1 (火) 19:00 城南 城南市民センター 福岡市城南区片江5-3-25 092-862-2141

1 (火) 19:00 千早 東市民センターなみきスクエア 福岡市東区千早4-12-45 092-674-3981

1 (火) 19:00 浮羽 うきは市民センター うきは市浮羽町朝田582-1 0943-77-3050

1 (火) 19:00 鞍手 直方市男女共同参画センター 直方市殿町7-1 0949-25-2244

2 (水) 休会 太宰府昼例会 太宰府病院 太宰府市五条3-8-1 092-922-3137

2 (水) 19:00 春日 春日市ふれあい文化センター 春日市大谷6-24 092-584-3366

2 (水) 19:00 山門 まいピア高田 みやま市高田町濃施14 0944-22-5595

3 (木) 19:00 東福岡 サンレイクかすや 糟屋郡粕屋町駕与丁1-6-1 092-931-3309

3 (木) 19:00 宗像 宗像市河東地区ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ 宗像市須恵1-4-1 0940-35-1837

3 (木) 19:00 さわら 早良市民センター 福岡市早良区百道2-2-1 092-831-2321

5 (土) 14:00 南福岡（昼例会）※会場注意 ※井口野間病院 福岡市南区寺塚1-3-47 092-551-5301

5 (土) 13:30 回生断酒学校 回生病院（入院患者のみで開催） 宗像市朝町200-1 0940-33-3554

5 (土) 休会 筑紫野 筑紫野市生涯学習センター 筑紫野市二日市南1-9-3 092-918-3535

5 (土) 19:00 糸島 糸島市健康福祉センター「あごら」 糸島市潤1-22-1 092-322-6262

5 (土) 19:00 若松 若松生涯学習センター 北九州市若松区本町3-13-1 093-751-8683

6 (日) 13:30 回生本部例会１病棟 回生病院（入院患者のみで開催） 宗像市朝町200-1 0940-33-3554

7 (月) 中止 倉光体験発表 倉光病院内 福岡市西区飯盛664-1 092-811-1821

8 (火) 19:00 福岡中央 福岡市市民福祉プラザ 福岡市中央区荒戸3-3-39 092-731-2929

8 (火) 19:00 ※日程変更　　千早 東市民センターなみきスクエア 福岡市東区千早4-12-45 092-674-3981

8 (火) 19:00 大牟田 大牟田市中央公民館 大牟田市原山町13-3 0944-53-1502

8 (火) 休会 川添記念病院内ミーティング 川添記念病院内 福岡市西区今津4760番地 092-806-7667

9 (水) 19:00 大野城 ※　大野城市社会福祉協議会 大野城市曙町2-3-2 092-572-7700

9 (水) 19:00 小倉 小倉中井市民センター 北九州市小倉北区井堀2-7-4 093‐591‐8750

10 (木) 休会 雁の巣院内例会 雁の巣病院内　OT室 福岡市東区雁の巣1-26-1 092-606-2861

10 (木) 休会 三潴 大川市三又コミュニティーセンター 大川市中古賀208-1 0944-86-2792

11 (金) 19:00 久留米 みんくる（くるめりあ六ツ門６F） 久留米市六ツ門3-11 0942-30-9067

11 (金) 19:00 八幡 八幡東生涯学習センター 北九州市八幡東区平野1-1-1 093-671‐6561

11 (金) 19:00 倉光ミーティング 倉光病院内 福岡市西区飯盛664-1 092-811-1821

12 (土) 13:30 回生断酒学校 回生病院（入院患者のみで開催） 宗像市朝町200-1 0940-33-3554

12 (土) 休会 筑後地区協議会　昼例会 えーるピア久留米　　担当： 久留米市諏訪野町1830-6 0942-30-7900

12 (土) 19:00 西福岡 西市民センター 福岡市西区内浜1-4-39 092-891-7021

12 (土) 19:00 南福岡 南市民センター 福岡市南区塩原2-8-2 092-561-2981

12 (土) 19:00 遠賀 水巻町中央公民館 遠賀郡水巻町頃末北1-1-2 093-201-0401

13 (日) 13:00 飯塚 イイヅカコミュニティセンター 飯塚市飯塚14-67 0948-22-3274

13 (日) 13:30 回生本部例会２病棟 回生病院（入院患者のみで開催） 宗像市朝町200-1 0940-33-3554

15 (火) 19:00 城南 城南市民センター 福岡市城南区片江5-3-25 092-862-2141

15 (火) 19:00 浮羽 うきは市民センター うきは市浮羽町朝田582-1 0943-77-3050

15 (火) 休会 直方中村病院ミーティング 直方中村病院　　担当： 直方市頓野993-1 0949-26-1522

16 (水) 19:00 山門 まいピア高田 みやま市高田町濃施14 0944-22-5595

16 (水) 19:00 さわら 早良市民センター 福岡市早良区百道2-2-1 092-831-2321

17 (木) 19:00 東福岡 サンレイクかすや 糟屋郡粕屋町駕与丁1-6-1 092-931-3309
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   断 酒 例 会 の ご 案 内

例会出席　一日断酒 ◆ 断酒して　初めて感じる　人の愛
（匿名希望　様）


